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第２回西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 

新 市 名 候 補 選 定 小 委 員 会 

              日時：平成１４年１１月２９日（金）午後１時３０分 

              場所：東予市総合福祉センター ２階会議室 

１ 開会 

 

２  議  事 

（１）審議事項 

  ① 新市名の選定方法について 

  ② 今後の進め方について 

 

３ その他 

（１） 第３回小委員会の開催日程について 

 

４ 閉会 

 

○出席委員 

井上 豊實 越智 宏司 徳永 英光 佐伯 出 

山内 サダ子 服部 和子 有馬 馨  

 

 

 

○欠席委員 

瀬川 政子 
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発言者 議題・発言内容 

  真鍋局長   委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、お集まりい

ただきまして、誠にありがとうございます。  

ただ今から西条市･東予市･丹原町･小松町合併協議会、新市名

候補選定小委員会の第２回会議を開会いたします。  

なお、本日の小委員会は、通常の協議会同様に、一般の方の傍

聴、報道関係者また行政関係者も同室しておりますので、ご了

承いただきたいと存じます。  

また、会議の開催につきましては、小委員会規程第５条第２項

によりまして、半数以上の出席が必要ということでございます

が、本日の参加委員数が、委員８名中７名でございますので、

本日の会議が成立しておりますことをまずご報告申し上げます。 

それでは、ただいまから議事に入りたいと思いますが、小委員

会の議長は、新市名候補選定小委員会規程第５条第３項の規定

によりまして、委員長が務めることとなっておりますので、議

長を委員長にお願いいたします。  

それでは、委員長さんお願いいたします。  

 

井上委員長   どうも失礼をいたします。ただいま局長の方から説明がござい

ましたように、委員会規程の定めに基づきまして、議長を務め

させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上

げます。  

議事に入る前に、本日の会議に瀬川委員より欠席の届出がござ

いましたので、ご報告させていただきます。  

なお、議事の進行につきましては、会議資料の１ページの「会

議次第」に沿って会議を進めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願い申し上げます。  

それでは、会議次第２、議事に入らせていただきたいと思い

ます。審議事項①の新市名の選定方法について、事務局より説

明を求めます。  
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発言者 議題・発言内容 

総務班戸田    委員長。  

 

井上委員長   総務班。 

 

総務班戸田   お手元の資料２ページをご覧ください。審議事項①「新市名の選

定方法について」ご説明申し上げます。 

新市名の選定方法を審議するにあたりまして、資料にあります３

つの案をご提案させていただきました。（案１）としまして、西条市、

東予市、丹原町及び小松町のうち、いずれかの市町の名称を採用す

る。（案２）としまして、西条市、東予市、丹原町及び小松町とは別

に、新しい名称をつける。（案３）としまして、西条市、東予市、丹

原町及び小松町の名称を含めた中で、名称をつける。この３つの案

は、現在全国的に合併協議が行われております先例地を参考としま

して事務局で提案させていただいたものでございます。この３つの

方法以外で何か良い選定方法がございましたら、ご審議賜りたいと

考えております。 

なお、（案１）と（案３）の選定方法で注意しなければならないこ

とがございます。第１回のこの小委員会でご説明申し上げましたが、

既存の市名と同一名称の市名は用いることができませんので、西条

市、東予市、丹原町の名称は用いることができますが、小松町につ

きましては、石川県に小松市というのがございますので、現在の名

称をそのまま市に変えることはできません。ひらがなで「こまつ市」

とか、「伊予小松市」等の名称を検討する必要がございます。 

資料の３ページをご覧ください。先ほどご説明申し上げました３

つの案ごとの先例地を資料の３ページから４ページにお示しいたし 
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発言者 議題・発言内容 

総務班戸田  ております。これは前回の第１回のこの小委員会でご紹介させてい

ただいた資料と全く同じでございますので、説明は省略させていた

だきます。以上で説明を終わります。  

井上委員長   ただいま事務局からご説明申し上げました審議事項①につき

まして、何かご質問、ご意見ございましたらご発言をお願いし

たいと思います。  

何からでもひとつ、委員会ですのでご発言をお願いします。  

 

越智委員   委員長。  

 

井上委員長   はい。越智委員。  

 

越智委員   先ほど事務局から第１案、第２案、第３案の説明がございま

して、この３案については、理解ができるわけでございますが、

先例地でもこのだいたい３案で落ち着けておるような状況でご

ざいます。  

先例地でもですね、私どもが先進地視察したところによりま

すと、名称でかなり論議をされたところもあります。そういっ

たところからいたしまして、私どもは東予市でございますが、

特別委員会を設置しておると。そういった中でこういう踏み込

んだ論議は、まだいたしてございません。  

そしてまた、市民の考え方ですか、まだ市民もそこまではあ

まりいとらんのではないかと。もう少しやはり市民の声を聴き

ながらですね、慎重な審議をしてですね、そして決定していく

ということが望ましいのではなかろうかと私は思っております。 

委員長さんの方でそのへんよろしくお願い申し上げます。  

 

井上委員長   ただいま越智委員の方から、あのようなご意見がございまし

たが、他にご発言ございませんか。  
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発言者 議題・発言内容 

井上委員長   はい。どうぞ佐伯委員。  

 

佐伯委員   私も小松町の特別委員会でですね、委員会は全員でございます

が、そういう中でですね、この問題につきまして、いろいろお

話した中でですね、なかなかこの問題については、慎重にやら

なくてはいけないという意見もありまして、なかなかこれをど

んどん進めていくような状況ではございません。  

そういう中でですね、今の西条市、東予市、丹原町、小松町

のですね、意識調査も１２月１６日までにやるようになってお

ります。そういうことを踏まえた上で、十分検討した中でです

ね、慎重にやっていただきたいとこのように思います。  

 

井上委員長   ただいま、越智委員と佐伯委員のお二方から、継続審議的なご

意見がございまして、継続審議のご意見を優先してお諮りをし

なくてはいけないわけでございますが、皆さん方のご意見を是

非賜りたいと思います。  

有馬委員さんからでもひとつご意見を。  

 

有馬委員   私は佐伯副委員長さんが言われたような、検討した結果、すれ

ば良いと思います。そんなに早く焦らなくてもいいと思います。 

 

井上委員長   服部委員さん。  

 

服部委員   私もそう皆さんのように思います。  

 

井上委員長   山内委員さん。  

 

山内委員   私は、先ほど越智委員さんが言われましたように、市民の声、

意見を十分聴いた上で、すればいいと思います。  
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発言者 議題・発言内容 

井上委員長   それではお諮りをいたしたいと思います。  

全員の方が、継続審議にしてはどうかというご意見でござい

ますので、ということにさせていただいたらと思いますが、ご

異議ございませんか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

井上委員長   では、そのようにお取り計らいさせていただきます。どうもあ

りがとうごあいました。  

続きまして、審議事項②の今後の進め方について、事務局よ

り説明を願います。  

 

総務班戸田   委員長。  

 

井上委員長   総務班。  

 

総務班戸田   資料の５ページをご覧ください。審議事項②「今後の進め方につ

いて」ご説明申し上げます。 

今後の進め方を審議するにあたりまして、資料にあります３つの

案をご提案させていただきました。（案１）としまして、歴史や地域

特性などを踏まえる中で、小委員会で新市の名称案数点をとりまと

め、合併協議会だよりや市町広報等を通じて周知を図り、住民の意

見を聴くなかで合併協議会において最終的に決定する。要約します

と、小委員会で名称を考え、住民の方にお知らせし、住民の意見を

聴き、協議会で決定するということでございます。（案２）としまし

て、２市２町の地域内公募により新市名を募り、小委員会において、

これらの中から適当なものを検討・数点選定し、合併協議会におい 
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発言者 議題・発言内容 

総務班戸田  て最終的に決定する。ご説明申し上げますと、新市名の候補を住民

参加によって募る為、公募という方法により２市２町の住民から行

う方法でございます。しかしながら、公募の場合は不適切な名称も

ございますから、小委員会で選定基準等を設けまして、適当なもの

を数点、検討選出していただき、協議会で最終決定する方法でござ

います。資料の６ページをご覧ください。（案３）としまして、全国

一般公募により新市名を募り、小委員会において、これらの中から

適当なものを検討・数点選定し、合併協議会において最終的に決定

する。ご説明申し上げますと、この小委員会で審議検討する事項は、

先ほど述べました（案２）の内容と全く同じでございますが、公募

の対象が２市２町の住民からではなく、全国から公募するというこ

とでございます。今、ご説明申し上げました３つの方法以外に、何

か良い方法が他にございましたら、この小委員会でご審議賜りたい

と考えております。 

なお、この今後の進め方の先例地の状況を資料の７ページにお示

ししております。第１回の小委員会でご紹介させていただいた資料

とほとんど内容同じでございますが、今回、選定方法が公募の場合

で、合併関係市町村名を含んで公募を行った場合と、合併関係市町

村名を除いて公募を行った場合に場合分けして、お示ししておりま

す。以上で説明を終わります。  

 

井上委員長   ただいま事務局からご説明申し上げました審議事項②につき

まして、ご質問、ご意見がございましたら、どなたからでもご

発言をお願いしたいと思います。  

はい。徳永委員。  
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発言者 議題・発言内容 

徳永委員   「新市名の選定方法について」が継続審議となっておりますの

で、こちらの方が決定しないと、「今後の進め方について」は審

議は不可能かと思います。よって事務局あたりにもお願いがあ

るのですが、最終的にどの位置ぐらいでこの新市名をこの小委

員会で決定すれば良いのか、そこらへんのところを聞かせてい

ただいて、また新市建設計画、事務所の位置等とも並行して名

称については考えていくべきではなかろうかと思いますので、

そこらへんの進みあんばいとの整合性があれば、ここで知らせ

ていただいたら助かりますが。  

 

井上委員長   総務班長。  

 

倉田次長   今後のスケジュールにつきましては、先ほどご審議をいただい

ております選定の方法が決まりましたら、お示しする予定には

いたしておりますけれども、事務局としましては、あくまでも

皆様方にお諮りして確認しますけれども、案としましては、来

年の１０月ぐらいまでには事務所の位置も名称もご決定いただ

きたいと。これは、協議会でのご決定になりますので、委員会

ではそれ以前になろうかと思います。それまでに６回ないし７

回のご審議はしていただくことになろうかと考えております。

以上でございます。  

 

井上委員長   徳永委員。  

 

徳永委員   来年の１０月に合併協議会の方で最終決定するというような

ことでございますが、それぞれ自治体には特別委員会等もござ

いますので、持ち帰りまして、その特別委員会等でも皆さんに

お諮りいたしまして、広く意見を聴き、またここに持ち寄り、

またそれぞれの個人的な会もあると思うんですが、そういう席  
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発言者 議題・発言内容 

徳永委員  でも住民の声を聴きながら反映させていくことが望ましいので

はなかろうかと思いますので、①につづき、①ができておりま

せんので、進むわけにはいかないと思うんですが、同じ２件を

継続で審議させていただいたら助かると思うんですが、よろし

くお願いします。  

 

井上委員長   ありがとうございました。  

ただいま徳永委員の方から、継続にしてはどうかというご意見

がございましたが、この際でございますので、委員の皆さん何

か他にご意見がございましたら、また後で継続のお諮りはさせ

ていただきますので、お聞かせをいただいたらありがたいと思

います。  

女性の委員の皆さん何かこの方法について何かご意見はござ

いませんか。  

 

 （特になし）  

 

井上委員長   別段ございませんか。  

別段ないようでございますので、次回までに、いろいろ慎重に

審議をしなければならない問題であるので、住民の皆さん方の

声などを十分把握していただいて、次の機会に是非ご発言をお

願いしたいと思います。  

それでは徳永委員の方からご発言がありました、継続審議とい

うことで進めていただきたいということでご異議ございません

でしょうか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

井上委員長   では、今後の進め方については、継続審議といたしたいと思い  
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発言者 議題・発言内容 

井上委員長  ますので、ひとつよろしくご理解をいただいたらと思います。  

もう別段本日の議題については無いようでございますので、

全問題継続ということで、ご了承いただいたものとさせていた

だきます。委員の皆様のご協力に感謝申し上げまして、議長の

職を解任させていただきたいと思います。  

どうも、ありがとうございました。  

 

真鍋局長   どうもありがとうございました。  

それでは、次第の３、その他になるわけですが、「第３回小委

員会の開催日程について」でございますが、本日のこの審議が、

継続審議となりました。そういうふうなこともございまして、

次回会議につきましては、後日、私ども事務局の方で各委員さ

ん方に、ご日程等の調整をさせていただきまして、あらためて

ご通知を申し上げたいと思いますので、その点よろしくお願い

を申し上げます。  

そういうことで、これをもちまして第２回の会議を終了させ

ていただきたいと思います。  

どうも大変、今日はありがとうございました。  


